
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩の台第２公園 
ワークショップニュース 
■生駒市コミュニティパーク事業―みんなで考えるみんなの公園

― 

平成 26年 12月 生駒市 

 師走に入り、何かと気ぜわしい毎日ですが萩の台の皆様におかれまして

は、お元気にお過ごしのことと存じます。 

 生駒市では、「花と緑と自然の先端都市・生駒」の実現に向けて、地域の

皆さんが身近な公園に愛着をもって利用し、将来にわたり育めるよう公園

づくりを支援する事業に取り組んでいます。今年度は、萩の台住宅自治会

（応募公園：萩の台第２公園）が選定され、11月から「萩の台第 2公園

ワークショップ」がスタートしました。 

 第２回目のワークショップが去る 1２月７日に開催され、31 名の皆さ

んにご参加頂きました。前回の内容をふまえて、萩の台第２公園の利用方

法をシールアンケートで整理した後、５つのグループに分かれて公園の計

画案を考えました。 

 次回は、これまでの検討を基に計画案をまとめ、公園の利活用や管理に

ついても考えます。ぜひご参加下さい。（４ページにご案内があります） 

 

萩の台第 2 公園ワークショップは、子どもから大人まで

誰でも参加大歓迎！ 

みなさんのご参加をお待ちしています。 

第２回ワークショップの様子 

 

 

■公園の利用イメージの傾向を共有するためのアンケートです（一人３点まで） 

項目 投票数 項目 投票数 

●健康遊具を使って運動をする 10 ●ぼーっとしたり寝転んだり憩う 4 

●子どもが遊具や砂場で楽しく遊ぶ 8 ●季節の花木や草花を見て楽しむ 4 

●子どもが走り回ったり鬼ごっこをする 8 ●地域の交流イベントをする 4 

●ベンチに座って本を読んだり子どもの 
遊びなどを見守る 

7 ●子どもが自然とふれあう 3 

●友達とおしゃべりする 6 ●みんなでせん定など樹木の育成をする 2 

●花見をする 6 ●みんなで公園をキレイにするなど管理する 2 

●花壇で花づくりをする 6 ●子どもから大人までみんなで遊ぶ 2 

●体操などの軽い運動をする 5 ●散歩に行く 0 

●グループでお弁当を食べる 5 
●買い物のときやヒマなときに立ち寄ったり、
通りぬける 

0 

《その他の意見》 

●東屋で会話をしながら休憩をしたい。休憩や雨宿りをするための小屋がほしい。 

●公園で火は使えるの？ 

 ⇒都市公園での火気の使用は、基本的に禁止。ただし、防災訓練での炊き出しや 

地域行事等で火を使う場合等は事前に届けを出した上で使用できる。 

●公園にお地蔵様は置けるの？ 

 ⇒都市公園では宗教的な施設は設置できないが、お地蔵様が宗教性を帯びているかどうかは判断が難しい。 

 

 

シールアンケートの結果「萩の台第２公園でこんなことする・こんなことしたい」 

● 第３回萩の台第２公園ワークショップのご案内 

日時：平成２７年１月２５日（日） 

１５：００～１７：００頃 

会場：萩の台自治会館 

内容：『公園の計画案をつくろう』 
３回目は、これまでの検討をふまえ、公園の計画案や

利活用を絵や言葉で整理していきます。また、公園を

育てる取り組みについても考えます。 

 お問合せ：生駒市公園管理課（担当：福山） 

TEL：０７４３－７４－１１１１（代表） 

 

ワークショップとは？ 
参加者みんなが同じ土俵でアイデアを出し合い、

主体的に公園づくりをすすめる話し合いの場です。   

時にはカードを使ったり時にはグループに分かれ

たり、子どもから大人まで、誰もが話のしやすいオー

プンな雰囲気の中で、ひとつの計画案をまとめて 

いきます。 

第１回「公園のエエとこ・アカンとこ」 

平成 26 年 11 月 16 日(日) 

第４回「こんな公園になる！」 

平成 27 年 3 月 1 日(日)予定 

 

内容は多少変更することがあります。 

ワークショップは 

子どもも大人も誰でも 

参加大歓迎！ 

皆さんのご参加を 

お待ちしております！！ 

１２月７日（日）15：00 ～17：０0 

萩の台自治会館 

今回も多くの方にご参加頂き活発

な意見交換が行われました！ 
前回の内容をふまえ、市から計画上 

のポイントについて説明がありました 

●現在の萩の台第２公園の様子 

Vol.２

２ 

まずは、萩の台第２公園の使い方に

ついてシールアンケートをしました 

グループワークの様子です。多様な視点

から色々なアイデアが出されました。 

グループで話し合った内容を発表し

全員で共有しました。 

シールアンケートの結果は後の

ページをご覧下さい！ 

１ 
３ 

４ ５ ６ 

第３回「公園の計画案をつくろう」 

平成 27 年１月 25 日(日) 

第２回「こんな公園がエエな」 

平成 26 年 12 月 7 日(日) 

済 

済 

どんな公園が 

いいかな？ 

２ 

http://2.bp.blogspot.com/-KqbpxiHYotE/Ur1GVhbE5QI/AAAAAAAAcb4/-ySccECk6nA/s800/syoukakunren.png
http://3.bp.blogspot.com/-Y5Mddsjp8A0/UpGGX-xtFRI/AAAAAAAAa4E/vlk06-icNqw/s800/kaigi_shifuku_brainstorming.png


 

 萩の台第２公園がこんな公園になるとエエな！ 

 

緑地 

グランド 

緑道 ヒマラヤスギ 

カイヅカイブキ 

２班 

■急な雨などのときに雨宿りができる東屋があると良い。 

■子どもが安心して遊べる公園。健康遊具もあるといいな。 

■ヒマラヤスギは趣があるが、せん定や間引きの検討も必要。 

１班 

■園路の見直しをして子どもや利用者の交流のためのｽﾍﾟｰｽ 

を広くとる。子ども用の遊具や花壇がほしい。 

■樹木の下枝を切るなど整理が必要。サクラの木がほしい。 

３班 

■子どもが‘真ん中’にいる公園。地域の大人が子どもを 

 見守り、子どもが安全に遊べる公園にしたい！ 

■話題になるような、面白いシンボルとなる遊具が必要！ 

■無味乾燥な北西部に花壇や日除けを設置し、憩いの場として

有効活用！砂場のかわりに個性的な遊具を設置してほしい 

■緑地側入口からの正面に‘萩ちゃんモニュメント’を設置！

4 

■大人もゆっくりのんびりできるスペースが必要 

■子どもが自由に遊べる広い場所と、幼児が安全に遊べる 

 遊具があると良い(砂場は猫などの対策をする) 

■ 

５班 

★子どもの遊びエリアにする 

・子ども用の遊具を設置する。最近少ない鉄棒がほしい。 

・南西エリアと一体的に子どもゾーンとして充実させる 

広くして、話題になる・面白い・目立つ遊具を置く。 

★憩いのエリアにする 

・現在有効活用されていないので、憩いエリアとして、 

ベンチや日除け、花壇を設置する 

・カイヅカイブキを撤去して、サクラを植栽し、花を楽し

める憩いの場をつくる 

●周囲のカイヅカイブキはせん定もしくは、間引きを検討 

 

  

① 北西のエリア 

●小さい子（幼児）の遊びエリア 

・今あるすべり台を活かして幼児の安全な遊び場 

 

 

④南東のエリア 

●ラジオ体操や盆踊り等多目的に使う広場 

 ・50～100人程度が集まれる場 

●子どもが自由にのびのびと遊べる広場 

 ・ボール遊びのルールはどうなっている？ 

 ・自転車の練習もしているよ！ 

●防災倉庫を移設する 

 ・子どもが擁壁から屋根に飛び乗り危険 

●ヒマラヤスギは、下枝のせん定か間引きを

検討する。ヒマラヤスギは趣きがある！ 

●広場の水はけ改善が必要。 

 

②グランド 

●西側にカイヅカイブキは見通しを確保するため

に、またグランドのヒマラヤスギは下枝が垂れ下

がっているためせん定や間引きを検討する 

●サクラを植えたい（でも害虫が心配…） 

●低木について 

 ・低木は見通しを阻害している（撤去かせん定） 

 ・低木が連続するように補色してほしい 

 

●園路の改良（柔らかな歩行感覚のある材質にしてほしい） 

●照明灯の設置（夜間に通勤等で公園を通る人の安全確保） 

●健康遊具の設置（熟年、高齢者の体力増進） 

●『萩ちゃんモニュメント？！』をアイストップに設置 

●ルール看板、時計、足湯も！？ 

 

公園のみどりについて 

その他の施設について 

《公園全体の空間構成について》 

第 2回目のグループワークでは、園路の撤去やルートを

変えることで、エリアを一体化して空間を広く使いたいとい

うご意見も頂きました。今回の事業では、大きな造成工事

は予定していないのですが、ご意見に含まれる意図を充分

に検討しながら、 次回のワークショップで皆さんに見ていた

だくための計画案を作成しております。お楽しみに！ 

 

●子どもの遊びエリア 

★砂場を小さくする・砂場の周囲に柵を設置 

★砂場を撤去し、個性的な遊具を設置する 

★砂場を撤去し、花壇と東屋を設置する 

●周囲に柵を設置して飛び出しや転落を防ぐ 

③南西のエリア 

１ 

３ 

４ 

２ 

見通しを阻害して
いるのでせん定や
間引きを検討 

ワークショップで出された意見をまとめました ★印…相反する意見 

下枝が下垂しており
危険なのでせん定や
間引きを検討 

４班 

http://1.bp.blogspot.com/-KLdd3z1xfnk/Uab3imcZAAI/AAAAAAAAUOM/4p-XzEeYRQo/s800/family_big.png
http://2.bp.blogspot.com/-kFzAJQ3HA3k/U5hUrY2SOnI/AAAAAAAAhNI/T0yKgqjrpzM/s800/shippotori_game.png
http://1.bp.blogspot.com/-B7R-n0gCIaA/UYH5osW069I/AAAAAAAARIw/0CMfuB1pmSg/s600/radio_taisou.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩の台第２公園 
ワークショップニュース 
■生駒市コミュニティパーク事業―みんなで考えるみんなの公園

― 

平成 26年 11月 生駒市 

 萩の台の公園や緑道の木々が赤や黄に色づく美しい季節となりました。 

 生駒市では、「花と緑と自然の先端都市・生駒」の実現に向けて、地域の

皆さんが身近な公園に愛着をもって利用し、将来にわたり育めるよう公園

づくりを支援する事業に取り組んでいます。今年度は萩の台住宅地自治会

（応募公園：萩の台第 2公園）が選定され、地域の皆さんと共に公園の計

画や育成について考える「萩の台第 2公園ワークショップ」がスタートし

ました。 

 去る 11月 16日に第 1回目のワークショップが開催され、33名の皆

さんにご参加頂き、活発な意見交換が行われました。当日は、今の公園の

様子を、点検しながら確認し、参加者の方々の多様な視点から評価をしま

した。 

 次回は、公園の使い方を整理し、そのためにどんなこと・ものが必要か

考えます。ぜひ、ご参加下さい。（４ページにご案内があります） 

 

萩の台第 2 公園ワークショップは、子どもから大人まで

誰でも参加大歓迎！ 
みなさんのご参加をお待ちしています。 

第１回ワークショップの様子 

 

 

■萩の台第２公園のつうしんぼをつけよう！（４点満点） 

チェック項目 

悪い   良い 

１点 

(人) 

２点 

(人) 

３点 

(人) 

４点 

(人) 

園路の舗装 １８ １４ １ ０ 

遊具（すべり台・砂場） １９ １１ １ ０ 

休憩施設（ベンチ） １１ １５ ６ ０ 

植栽 １１ １６ ５ １ 

見通し １３ １７ ３ ０ 

安全性 ７ １９ ６ ０ 

清潔感 ３ ２１ ７ ０ 

 

 

旗上げアンケート「公園のつうしんぼ」 

● 第２回萩の台第２公園ワークショップのご案内 

■皆様のご意見をよく聞かせていただいたので、これからご近所さんとも話してみたい。 

■今まで何も考えずに利用してきた公園について、いろいろな問題があるんだなと思いました。 

■遊具がなくなってから、公園のことあまり考えなかったのですが、やっぱり使える公園になって

欲しいと思いました。 

■自分の思いの丈をすべて出し切り、スッキリしました。 

■愛着のある公園への思いが伝わったワークショップでした。（作って 30年以上） 

 

日時：平成２６年１２月７日（日） 

１５：００～１７：００頃 

会場：萩の台自治会館 

内容：『こんな公園がエエな！』 
２回目は、公園の利用活性化に向けて夢を語り合い、

これからの取り組みや必要な改修について考えます。 

 お問合せ：生駒市公園管理課（担当：福山） 

TEL：０７４３－７４－１１１１（代表） 

 

ワークショップとは？ 

参加者みんなが同じ土俵でアイデアを出し合い、

主体的に公園づくりをすすめる話し合いの場です。

時にはカードを使ったり時にはグループに分かれた

り、子どもから大人まで、誰もが話のしやすいオープ

ンな雰囲気の中で、ひとつの計画案をまとめていき

ます。 

 

第１回「公園のエエとこ・アカンとこ」 

11 月 16 日（日） 

第３回「公園の計画案をつくろう」 

第４回「こんな公園になる！」 

第２回「こんな公園がエエな」 

12 月 7 日（日） 

済 

内容は多少変更することがあります。 

第１回ワークショップ…参加者の感想 

ワークショップは 

子どもも大人も誰でも 

参加大歓迎！ 

皆さんのご参加を 

お待ちしております！！ 

１１月１６日（日）15：00 ～17：30 

萩の台第２公園→萩の台自治会館 

はじまりのあいさつ。 

まずは、今の公園の様子を点検 公園の木が色づいているね！ 

木登りもできる大きな木だね！ 

園路がでこぼこで歩きにくいね。 

有効活用されていない部分もあるね

ね。 

「公園のつうしんぼ」結果は次の

ページをご覧下さい！ 

グループに分かれて、公園の今の

様子について話し合いました。 

●少数派の意見を紹介します 

・萩の台第 2 公園の樹木は、見通し

を悪くしているかもしれないけど

大きくて立派！カイヅカイブキの

形も、色々なイメージがわいて面白

いよ！ 

・遊具は少ないけど、安全性を考慮

して配置・選定しているのでは？ 

●現在の萩の台第２公園の様子 

Vol.1 



 

 

■公園全体について… 

■公園の利用・管理 

■公園の園路 

■公園の見通し・安全性 

×園路の状態が悪い！ 

・園路にひびや凸凹があり、 

歩きにくい。 

・凸凹があるのでつまづき 

そう…。 

・段差がある。 

 

×見通しが悪い！ 

・特に砂場周りの見通しが悪い。 

×蚊が多い！ 

 

○住宅地の中央にあり、集まりやすい！ 

《公園の４つのエリア分割》 

×分割されていて使いにくい。 

×分割されているので、デッドスペースが多く、有効活用

されていない。ひとつひとつのエリアが小さく、子どもの

行動が小さくなる。 

○色々なエリアがあって面白い。 

×暗い！ 

・照明灯が少なく、木がうっそうとしている。 

◆萩の台の住民の年齢層に合った公園に！ 

・萩の台は高齢化しているので、高齢者にも配慮した公園に 

してほしい。同時に若い人（子育て世代）を呼び込む工夫

が必要！ 

◆グランドでは、ラジオ体操をしている。 

◆管理の役割分担 

・市役所と住民の役割分担を確認したい。大木の伐採や

剪定は市役所が行っている。 

《清掃について》 

◆近所の方が熱心に掃除をして下さっている。 

×夏は雑草が茂っている。 

×落ち葉が多すぎて掃除が大変！ 

○子どもの遊ぶ声が聞こえて良い！ 

◆ボール遊び等ルールはどうなっているのかな？ 

◆ハイキングコースになっている！ 

 

萩の台第２公園の 

エエとこ・アカンとこ 

今の 

今回のワークショップでは、 

多様な視点から、多くの意見が出されました。 

次回は、今回の成果を基に具体的に検討していき

ます。 

萩の台の中心にある公園として、どんなみどり、

どんな施設、どんな利用や管理が必要か考えてい

きます、イメージをふくらませておいて下さい。 

緑地 
グランド 

緑道 
ヒマラヤスギ 

カイヅカイブキ 

モミジ 

ケヤキ 

カイヅカイブキ 

×全体的に… 

・木の整理が必要。大きくなりすぎたり、多すぎた

り、根が張ってむき出しになっている部分がある。 

×西側のカイヅカイブキ 

・大きすぎる。公園内への見通しが悪く防犯上危険。 

×グランドの周りのヒマラヤスギ 

・木が大きすぎて、グランドの日照が悪い。うっそう

としており夜暗い。 

・ヒマラヤスギで公園が分断されている。 

・下枝が目の位置にあり危険。剪定してほしい。 

 

■公園のみどり 
《ポプラについて》 

×ポプラは公園には適さない。 

《ヤマモモの実》 

○実がなっておもしろい。 

×実が落ちて汚い。園路に落ちて滑る。 

◆昔は、ヤマモモ酒にしたが、今は実が小さい。 

×低木が一部なくなっている！ 

・低木が不連続。所々ぬけていてまだら状態。 

・低木が死角をつくっている。 

×花の咲く木が少ない！ 

・サクラがない。。。。。。 

・季節ごとに花が咲く木が少ない。 

 

○公園の木が美しい！ 

・秋に、東側のモミジが美しい！東側の緑道と一体的

な彩りが美しい！ 

・夏は、木が日除けになる。 

・ケヤキは朝のラジオ体操の時、木陰になって良い！ 

・モミジは、紅葉も新緑もきれい！ 

・自然を感じられる 

樹木が素晴らしい。 

・大きく、立派な 

ヒマラヤスギが良い！ 

 

 

×ベンチが使いにくい！ 

・ベンチの高さが低くて座りにくい。 

・ベンチの配置が悪い。 

・ベンチが古くて座りにくい。 

(肘掛がない。コンクリート製より木製が良い) 

◆住民が交流できる施設が必要 

・住民が集まって憩える場として、東屋がほしい。 

■公園の施設 

×遊具が少なく、魅力がない 

・子ども向けの遊具が少ない。 

・面白い遊具がない！複合遊具など魅力的な遊具を設置

してほしい。 

・子どもの体力づくりのためにも、色々な動きができる

遊具がほしい。 

・砂場の状態が悪い。 

・砂場は不衛生になりやすい。必要ないのでは？ 

・大人や高齢者向けの遊具も導入してはどうか？例えば

健康遊具など。 

 

×グランドが狭い！ 

・広場が不整形で狭い。西側のエリアと一体化して広く 

使いたい。園路を狭くして、広場を広くできないかな？ 

 

《公園施設についてその他の意見》 

×西側の段差の部分に柵が必要！ボールや人の飛び出

しがあり、危険！ 

○昔は、すべり台と砂場が隣接していて危険だった

が、移設されて安全性が向上した。 

×暗い。照明灯を増やしてほしい。 

×水のみ場が不衛生。 

×豪雨の際、排水溝に砂や落ち葉がつまりやすい。 

 

○印…良い ×印…良くない ◆印…その他意見 


